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ベルフォアは、火災、爆発、地震、台風、暴風、豪雨、洪水、化学物質の流出など

災害や事故で被害を受けた機械、設備、工場、社屋等の早期復旧スペシャリストです。

お客様が災害や事故を克服し、事業を早急に再開していただけるようお手伝いいたします。

ベルフォアは、お客様の事情に合わせた

RED ALERT®という災害緊急出動サービ

スおよび、事前トレーニングプログラム

の提供も行っております。

工場、社屋、備品類の修復
● 除湿と完全乾燥  ● 工場、社屋、備品類修復作業

機器、設備の修復
● さび、腐食の進行抑制
● 機器、設備の汚染状況評価、将来の危険度評価
● 機器、設備修復作業

世界各国に

170拠点

災害復旧支援サービス　RED ALERT®
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R&Dと先端技術に裏付けられた復旧プロセス
● ドイツを中心に30年以上に及ぶR&D
● 世界170拠点で日々累積される復旧ノウハウ
●  あらゆる種類の汚染とその対象物に対し開発された洗浄剤
● 早期復旧を支援する先端機器

スペシャリストとチームワーク

厳しい訓練を受け十分な経験を積んだスペシャリストが、組織

化されたチームの一員としてお役に立ちます。

と先端技術に裏付けられた復
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幅広く高品質な災害早期復旧サービス
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各種災害によって発生した汚染や損害の修復　 
● 火災  ● 水害/水濡れ  ● 爆発  ● 地震  ● 台風  ● 化学物質の漏洩  

● 環境汚染

ベルフォアが災害復旧の対象とする幅広い業界 
● 船舶  ● 鉄道  ● 発電所  ● 通信設備  ● 医療機器   ● 食品・飲料 

● 半導体製造設備

ご存知ですか？ でも大丈夫！

鎮火後など事態が収拾した後でも、イオン汚染、放水、消火剤に
より機械・設備のさび・腐食は進行しています

ベルフォア、設備メーカー、清掃会社は各々専門性が異なります。

・設備交換が必ずしも必要でない。・簡単な清掃だけでは不安。
この様な場合がありませんか？

ベルフォアが直ちに駆けつけた上、  修復可否を見極め、 
復旧可能であれば直ちにさび・腐食をストップさせます。

ベルフォアが関係会社と協力し、お客様の業務の早期
復旧のために最適な手段をご提案します。 

修復のメリット

ベルフォアによる
迅速な修復

交換用
新機材発注

取り付け

お客様およびメーカー、

協力業者と最適な

復旧選択肢を検討

遅い

速い 安い

安心の
保証 1年+

高い

※

※弊社復旧部位の腐食、汚染に限ります

腐食進行抑制などの損害拡大防止の正否は時間が勝負です。
被災現場での立ち会いが可能になり次第ベルフォアをお呼びください。

ベルフォアは有効な復旧処置を即座に開始いたします

ベルフォアが

被災現場へ直行

被害の進行停止

緊急措置（さび・腐食止め） 1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27
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21

28
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ベルフォアは 災害早期復旧のスペシャリスト
お客様の操業停止に伴う損害を最小にするお手伝いをいたします。

現場急行出動体制

 フェーズ 0 災害発生後現場に急行

 フェーズ 1 被害の拡大防止のための緊急安定化処置　
 ・さびの元凶塩素イオン（塩ビ燃焼に起因）、消火剤、湿度の緊急除去
 ・塩素イオン汚染マップを24時間以内に提出  ・機器および設備の洗浄と
    乾燥  ・他の業者、メーカーと協業、最適な復旧方法をご提案

 フェーズ2 機器、設備、建屋の本格的復旧活動開始

 ・1年保証付 ※弊社復旧部位の腐食、汚染に限ります 
 ・オゾンによる悪臭除去等も可

 災害復旧支援サービス  RED ALERT®で
 安心への第一歩を踏み出しましょう！

RED ALERT®は被災後、早急に業務を再開するための体制作りのお手伝いをいたします。

RED ALERT®のお客様は、スペシャリストによる復旧のお手伝いを24時間365日優先的に
受けることができます。

RED ALERT®は、海外関連会社に対してもサービスを提供することが出来ます。お客様の
実情に合わせて、カスタマイズいたします。

注）Red Alertは災害からの早期復旧をお手伝いするもので、災害そのものを防止するサービスではありません。

ベルフォア活用の成功事例

①自動車部品工場火災
　中国のディスク・ブレーキメーカー

・CNC複合工作機械21台と試験設備34機が汚染・腐食

・設備交換を要せず、全装置を完全に復旧

・操業停止期間を5ヶ月短縮

②食品工場水災
　飲料紙パック詰工場

・工場全体が、1m浸水

・全機械設備、電気・電子制御装置を含む2台のラインの汚染除去を実施

・操業停止期間を11ヶ月短縮

新調達6ヶ月→ベルフォア修復1ヶ月   5ヶ月の期間短縮

新調達12ヶ月→ベルフォア修復1ヶ月

11ヶ月の期間短縮

緊急安定化（腐食進行停止）で被害拡大防止
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工場、社屋、備品類の修復
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除湿および乾燥
火災事故等により汚染された工場、社屋、備品類は、腐食が発生

して損害がさらに拡大する危険があります。腐食による劣化の進

行を食い止めるには、まず除湿と緊急安定化をする必要がありま

す。ベルフォアは以下の様な幅広い分野で実績を積んでいます。

● コンクリート、鉄骨または木造の建造物
● 床、天井、仕切り等の内装　

修復
ベルフォアは、経験とノウハウを持つスペシャリストを総動員

し、災害で損害を受けたり、2次汚染の可能性がある建築物や

建築部材、内装の迅速かつ完全な修復サービスを行います。

最大のメリット
● お客様の業務復旧までの時間の大幅な削減̶業務中断に

よるロスを最小化
● 優れた費用対効果̶修復費用は通常、交換費用の5～40％

のみ
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機器、設備修復

P6

Before
After

Before
After

被災設備の緊急安定化
工場、社屋と同様に汚染事故に遭った設備は、腐食が発生して

損害がさらに拡大する危険があります。 腐食による劣化の進

行を食い止めるには、緊急安定化（腐食進行停止）処置を実施す

る必要があります。 ベルフォアは通常、以下の緊急安定化処置を

いたします。
● 安全な場所への設備の移設
● 被災設備の予備洗浄
● 薬品の塗布により腐食の進行を抑制する防錆処置
● 水分の吸い取り、除湿機による除湿

被災設備の修復
被災設備の主な修復は以下の手順で実施します。
● 各部分への処置ができる程度まで分解
● すべての部品を精密洗浄
● 精密機械部品の取り替え（ベアリングなど）　● 組立て

ベルフォアが修復に成功した機器の例
● コンピュータおよびサーバ　● 通信機器  ● クリーンルーム
● 半導体産業：前工程および後工程用機器
● 原子力発電所を含む発電所諸設備
● 航空および衛星の制御装置  ● 食品製造設備
● 電車および船舶の制御電子回路  ● 受配電設備



24 Hours   0120-119-140

ASIA

EUROPE

USA/CANADA

■会　　社　　名 ベルフォアジャパン株式会社

■所　　在　　地 〒134-0086

 東京都江戸川区臨海町 3-6-4　BECビル 5階

■設　　　　　立 2004 年 9月

■代表取締役社長 鳥谷　幸二

■資　　本　　金 1千万円

■事　業　内　容 ●工場、社屋、備品類の修復

 ・除湿と完全乾燥

 ・工場、社屋、備品類修復作業

 ●機器、設備の修復

 ・さび、腐食の進行抑制

 ・機器、設備の汚染状況評価、将来の危険度評価

 ・機器、設備修復作業

■関　連　会　社 BELFOR Europe GmbH
 Keniastraβe 24
 47269 Duisburg Germany

 BELFOR (Asia) Pte Ltd
 30 Ubi Crescent, 
 #01-01 Ubi Techpark 
 Singapore 408566

■主要取引銀行  三菱東京UFJ 銀行　新丸の内支店

Japan


